岡山大学国際同窓会
Okayama University
International Alumni association
（Ouiaa）

Newsletter Vol.12

October, 2017
世 界 へ の 扉 を 開く

目次
理事・副学長（国際担当）挨拶 

１

南エジプト支部設立報告 

８

会長挨拶 

３

海外特任大使 

11

新顧問挨拶 

４

森田潔前学長に感謝を込めて 

12

スーパーグローバルホームカミングデイ2016開催の報告 

５

役員名簿 

13

第６回岡山大学国際同窓会総会 

７

Message from Hiroshi Kanzaki, Executive Vice President for International Affairs
Message from OUIAA President Zhang Hong
Message from Advisor Toshiro Matsumoto
Report on Super Global Homecoming Day 2016
The 6th OUIAA General Assembly

Establishment of South Egypt Branch
Special Ambassador

Appreciation to Dr. Kiyoshi Morita, former president of Okayama University
Board of Trustees

理事・副学長（国際担当）挨拶


岡山大学理事・副学長（国際担当）

かんざき

神崎

ひろし

浩

この度、岡山大学国際担当理事・

りの増加を示し、今年５月には685 名が在籍しています。これ

副学長に就任しました神崎浩でござ

まで多くの留学生が本学で学ばれ、卒業後各地・各国において

います。1987 年に本学に着任後30

活躍されており、国際化への大きな躍進が感じられる時期を迎

かんざきひろし

年が経過しましたが、農学部長４年、 えております。
環境生命科学研究科長４年の任期中
に多くの留学生と接点をもち、国際

そうした中、本学は、大学の国際化への改革の一環として、
2011 年10 月に当国際同窓会が発足し、昨年10 月の総会時に

プロジェクトにも関係してきました。 は世界各国に50 か所の支部・通信拠点を設立するに至りまし
歴史をひも解きますと、本学で留

た。国際同窓会の目的は、会員相互の交流はもとより、各国に

学生の受入れが始まったのは1959 年にブラジルから２名入学

在住される卒業生への大学情報提供に貢献することを主として

したのが始まりで、その後、留学生の受入れ数はほぼ右肩上が

おり、更に本学への留学生の獲得、共同研究、各国の大学間・
Ouiaa
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部局間の交流協定締結及び国際学術シンポジウムの協力など世

（２）岡山大学がこれからも国際同窓会の各支部を支援させて

界の各地における本学のネットワークとして卒業生のご支援も

いただくが、上記協力を行っている支部を重点的に行わ

いただいており、今後ますます本学と卒業生の交流が深化発展

せていただくこと。

することを期待しています。私が理事に就任してから、国際同

本学の留学生や外国人研究者の受入、日本人学生や教員の海

窓会の役員の皆様には次のような発言をしております。

外派遣は今後飛躍的に増加することが期待されており、それを

（１）岡山大学の各部局の国際化（留学生の受入、日本人学生

達成するためには、国際同窓会の会員の皆様がたには上述のこ

の海外派遣、
教員の国際共同研究）
に実質的な協力を行っ

とをご理解いただき、尚一層のご支援を賜わりますようお願い

ていただきたいこと。

し、就任のあいさつに代えさせていただきます。

Message from Hiroshi Kanzaki, Executive Vice President for International Affairs

Hiroshi Kanzaki, Executive Vice President for International Affairs

I have just taken office as Executive Vice President for

conduct joint research projects, sign inter-university and inter-

International Affairs, Okayama University. Over 30 years have

departmental exchange agreements with universities in

passed since I joined the Okayama University faculty in 1987.

different countries, and organize international academic

While in office as Dean of Faculty of Agriculture for 4 years and

symposiums. It is my hope that the links between Okayama

Dean of Graduate School of Environmental and Life Science for

University and its international alumni will strengthen even

4 years, I came to know many international students and

further in the years ahead. Since I took office in my present

engaged in various international projects.

post, I have made the following suggestions to the OUIAA’s

In 1959, Okayama University admitted its first students from

trustees.

overseas—two students from Brazil. Since then, the number of
our international students have increased almost year after

（1）W e would like to see OUIAA provide substantial

year. As of May this year, we have 685 international students.

cooperation for Okayama University’s individual faculty

Over the past several decades, a large number of international

and school’s globalization efforts (admitting international

students have come to study at Okayama University. After

students, dispatching Japanese students overseas, and

graduation, they have played important roles in their home

engaging more of our faculty members in international

countries. They attest to our university’s major progress in the

joint research projects).

role of a global university.
Against that background, as part of our university’s reforms

（2）While Okayama University is committed to supporting all

toward globalization, the Okayama University International

branches of OUIAA, we will place greater emphasis on

Alumni Association (OUIAA) was founded in October 2011. By

the branches that extend the above-mentioned

the time we held our last general meeting in October 2016, we

substantial cooperation.

had established 50 branches and communication bases in

2

many parts of the world. The major purpose of OUIAA, in

Okayama University hopes to dramatically increase the

addition to promoting exchange among its members, is to

number of international students and researchers it admits and

help provide Okayama University’s information to its alumni

the number of Japanese students and faculty members it

residing in diverse countries. OUIAA also serves to support

dispatches overseas. To that end, OUIAA’s understanding and

global networks through which our international alumni assist

support are vital. We appreciate your continuous cooperation

in our university’s efforts to gain more international students,

in support of Okayama University. Thank you.

Ouiaa
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会長挨拶


岡山大学国際同窓会

会長

ちょう

張

こう

紅

国際同窓会本部を代表して、各支

新たな留学生の獲得支援、ニュースレターなどの広報活動を着

部会員の皆様方の平素の国際同窓会

実に進めて参りました。そして各国・地域において、大学関係

活動へのご理解とご協力に対して衷

者の皆様や各支部役員のご協力を得まして、連携を深めながら

心より感謝を申し上げます。

母校の発展に寄与して参りました。例えば、同窓生には岡山大

国際同窓会が誕生してから今年

学との海外教育・研究交流協定の締結を推進していただき、ま

10月には満７歳を迎えます。既に

た、現地大学の優秀な留学生を母校に推薦をいただき、留学生

本年４月から、岡山大学では、槇野

確保に大きな役割を果たしていただく等、いずれ同窓生が自分

博史新学長よる大学全体の業務計画

自身の強みを生かして母校との連携に大きな力を発揮して参り

が立案されその方針の下で、それぞれの項目が精力的に実施・
推進されてまいりました。

ました。
今後、各支部の活発な活動に重点を置き、岡山大学との更な

特に、国際同窓会の進捗について顧みますと、全世界で50支
部（拠点を含めて）の設立を目標にし、同時に支部活動も進め
てまいりましたが、2016年10月には、お陰様でこの目標を実現
することができ、現時点では52箇所の設立を見ました。

る交流強化の促進を果たし、母校の発展に少しでも協力をした
いと考えております。
また、各支部の会員皆様方のご健康とご活躍をお祈りいたし
ましてご挨拶とさせていただきます。

主に年一回の総会と各支部活動の交流会の開催、支部設立と

Message from OUIAA President Zhang Hong
Zhang Hong

President

Okayama University International Alumni Association

On behalf of the Okayama University International Alumni

efforts to set up branches throughout all the regions of the

Association, I would like to first express my heartfelt

world. We have had our General Assembly each year and

appreciation to the members of OUIAA branches for their

several exchange events, and we produced many newsletters

understanding and cooperation for our activities.

and other publications. Moreover, in each branch there have

In this coming October, OUIAA will celebrate its 7th

been activities to remember our university. Many people

anniversary. Since April this year, Okayama University has been

connected to the university have also made efforts to make

aggressively promoting and implementing all focus areas of

exchanges in education and research. Moreover, there have

the university-wide business plan drawn up under the direction

been significant and fruitful efforts to recruit top exchange

of newly-appointed President Hirofumi Makino.

students from other universities. As the head of the OUIAA, I

Looking back on the progress of OUIAA, among other things,
we have worked to increase the number of our branches

am truly grateful and appreciative of all these efforts and
accomplishments.

(including communication bases) throughout the world to 50,

From now the main objective is to strengthen the activities

while actively promoting branch-level activities. Thanks to your

of each branch. It is hoped we can strengthen exchange and

cooperation, we are happy to report that we achieved this goal

contribute to the development of our alma mater through

by October 2016. Today, we have 52 branches across the world.

efforts both big and small.

In the seven years since the establishment of the Okayama
University Alumni Association, there have been continued

I would like to close my message by wishing each branch of
OUIAA members’ continued health and success.

Ouiaa
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新顧問挨拶

社会文化科学研究科（経済学部）

大学院社会文化科学研究科

教授

松本

俊郎

私自身も、何度か海外生活を体験してきました。短期的な学

の松本俊郎です。国際交流への関わ

会出張や資料調査を別にすると、1996年10月から１年間、マ

りに重点を置いて自己紹介をさせて

ンチェスター・メトロポリタン大学で、2007年４月から10ヶ

いただきます。

月間、カリフォルニア州立大学イーストベイ校で、講義を行い、

私は授業では東洋経済史を担当し

研究に従事しました。お世話になった研究者や隣人とは今も交

ています。研究で一番力を入れてき

流が続いており、私の大切な財産になっています。また長春

たのは、1930年代から40年代前半

（1982年７－８月）とソウル（1992年８月）では約１ヶ月間、

に日本が中国東北で行った植民地政

語学の研修を積みましたが、その時にも貴重な交友を経験する

策が戦後の中国経済にどのような影響を与えたのかという問題

ことができました。ただ、私は学生時代には留学したことがあ

です。このこともあってゼミの外国人メンバーには中国人が多

りません。この点で私は会員の皆さんがとてもうらやましく思

いのですが、台湾や韓国、ロシアからも留学生が来ています。

えます。そしてもっと多くの外国人に岡山大学で学んで欲しい、

経済学部は、EPOK やキャンパス・アジア等の全学的な取り

もっと多くの日本人岡大生に留学して欲しいと切に思います。

組みの他に、中央財経大学経済学院（中国、北京）
、江原大学

国際同窓会の会員が親睦を深めることは、後に続く後輩たちの

校経営大学（韓国、春川）と提携し教育と研究の両面で交流を

励みとなり、留学する学生の輪が広がることにも繋がるはずで

深めてきました。私もこの活動に携わってきましたが、特に経

す。微力ながら私も会のお役に立ちたいと思いますので、どう

済学部長の任期中（６年間）には両大学を何度も訪れ、また教

ぞよろしくお願いします。

員と学生を歓迎して、たくさんの友人が生まれました。

Message from Advisor Toshiro Matsumoto

Graduate school of Humanities and Social Science Professor Toshiro Matsumoto

I am Toshiro Matsumoto of the Graduate School of

Humanities and Social Sciences. I would like to introduce
myself mainly in the context of international exchange.

I teach Eastern Economic History. My primary research

interest is how Japanese colonial policy in Northeast China
from the 1930s to the early 1940s affected the post-war

Chinese economy. Partly for this reason, many international
students in my seminar are from China. I also have students
from Taiwan, South Korea, and Russia.

In addition to such university-wide initiatives as EPOK and

Campus Asia, the Faculty of Economics has enhanced
education and research exchanges with the School of
Economics, Central University of Finance and Economics

(Beijing, China), and the College of Business Administration,

Kangwon National University (Chuncheon, South Korea). I have
also been engaged in these exchange activities. While in office

as Dean of the Faculty of Economics (6 years), in particular, I
was lucky to visit these universities a number of times and

welcome faculty members and students from the two
universities, thereby making many friends.

I myself have had several opportunities to live and study
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overseas. Aside from short trips for attending academic

conferences or collecting reference materials, I taught and

studied at Manchester Metropolitan University for one year
from October 1996 and at California State University, East Bay,
for 10 months from April 2007. I still correspond with

researchers and neighbors who extended warm helping hands
while I was in the U.K. and the U.S. They are valuable assets of

my life. I also had a chance to receive language training for
about one month in Changchun (July-August 1982) and Seoul
(August 1992), during which I enjoyed friendship extended by

many people. Despite all these international experiences, I had
no chance to study overseas while I was a student. In this

respect, I really envy the members of OUIAA. It is my sincere

hope to see many more international students study at
Okayama University and more Japanese students of Okayama

University study abroad. Closer ties among OUIAA members

will inspire the students who follow their footsteps, leading to
an increase in the number of prospective international

students. I am also eager to do my part in these efforts. I will
appreciate your continued support and cooperation.
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スーパーグローバルホームカミングデイ2016開催の報告


岡山大学国際同窓会

会長

ちょう

張

こう

紅

平成28年10月22日に開催しました＜スーパーグローバル

き続いて、15時から、大学部局長及び50支部・拠点すべての

ホームカミングデイ2016＞は、岡山大学国際同窓会の支部設

代表者の参加の下で、
「岡山大学と国際同窓会50支部との連携

立の目標50箇所を達成した記念すべき年度であり、その式典

について」をテーマとした国際シンポジウムが開催されました。

において、中国、台湾、韓国、ベトナム、タイ、ミャンマー、

シンポジウムでは、北京支部代表、長春支部代表及び華東地域

インドネシア、マレーシア、パキスタン、バングラデシュ、モ

支部代表者から「いかに母校との連携強化に努めているか」支

ンゴル、ドイツ、カンボジア、ラオス、エジブト、アメリカ、

部活動の発表があり、また、大学からは、環境生命科学研究科

イギリス、ドイツ、チリ、ケニア、トルコ、ガーナ等50箇所

の代表者と医学部の代表者による国際連携に関する発表があり

の代表者による各支部の活動報告会が行われました。また、学

ました。

内外における多くの皆さまにもご参加いただき、更に逢沢一郎

さらに、18時から、市内のホテルグランヴィア岡山にて国

衆議院議員をはじめ、多くの来賓の方々にご出席いただき、盛

際交流懇親会が挙行され、森田学長（当時）が中国の伝統的な

大に開催されました。

芸能である “ 変顔 ” を披露され、その他同窓生もそれぞれのご

当日の午前の部として、11時からアジアのノーベル賞とも

自慢の出し物等で懇親会を盛り上げていただきました。

言われるラモン・マグサイサイ賞の受賞者であるインドネシア

すべてにおいて参加者の皆さまと有意義な時間を過ごすこと

の社会起業家 Tri Mumpuni 氏により「共生社会を推進するため

ができました。今後も岡山大学国際同窓会は、総会および懇親

の社会イノベーションやグローバルリーダーシップ」と題する、 会を通して留学生 OB、在校生、教職員の方々と交流を深める
記念講演が行われました。また、午後の部では、14時から国

ことで岡山大学の海外ネットワークを強化し、本学の大きな発

際同窓会総会が開催され、顧問及び役員の追加選任、会則の一

展に貢献したいと思っています。

部改正、新役員の任期を３年とすることが承認されました。引

OUIAA 支部の皆さん、これらからもよろしくお願いします。

https://www.facebook.com/OUInternationalAlumniAssociation/posts/1295207517196581

Ouiaa

5

Newsletter
Okayama University International Alumni association
（Ouiaa）

Report on Super Global Homecoming Day 2016
On October 22, 2016, we celebrated the Super Global

graduate schools as well as representatives from all 50

Homecoming Day 2016. Year 2016 was a memorable year for

branches and communication bases. During the symposium,

Okayama University International Alumni Association in that

we enjoyed presentations by the representatives from the

we achieved our goal of establishing 50 branches of OUIAA.

Beijing Branch, the Changchun Branch, and the East China

During the event, representatives of the 50 branches reported

Branch with respect to their activities to strengthen

their activities. The participating countries included China,

cooperation with Okayama University. Also, from the University,

Taiwan, South Korea, Vietnam, Thailand, Myanmar, Indonesia,

we had a presentation on international cooperation given by

Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mongolia, Cambodia, Laos,

the representatives of the Graduate School of Environmental

Egypt, the U.S., the U.K., Germany, Chile, Kenya, Turkey, and

and Life Science and the Medical School.

Ghana. The ceremony was held in grand style with the

From 18:00, a banquet for international exchange took place

participation of many guests from inside and outside Okayama

in Hotel Granvia Okayama, during which (then) President

University, particularly House of Representative member Ichiro

Morita performed a Chinese traditional mask dance “Bian lian.”

Aisawa and a number of other distinguished guests.

Some alumni also warmed up the party with their special

In the morning session of the homecoming day, from 11:00,

performances.

we had the honor of holding a commemorative lecture by Tri

All in all, we were happy to share very valuable moments

Mumpuni, a social entrepreneur from Indonesia and an

with the participants. In the years ahead, OUIAA will continue

awardee of the Ramon Magsaysay Award, known as Asia’s

enhancing exchange with Okayama University’s former

equivalent of the Nobel Prize, under the title of “Social

international students, current students, and faculty and staff

Innovation and Global Leadership for Promoting an Inclusive

members through our general meetings and get-togethers,

Society.” In the afternoon session, we held the OUIAA general

thereby further strengthening Okayama University’s overseas

meeting from 14:00. During the meeting, several motions were

networks and contributing to its substantial development.

passed concerning such topics as the appointment of
additional advisors and trustees, the partial revision of the
OUIAA rules, and making the tenure of new trustees 3 years.
From 15:00, an international symposium titled “Cooperation
between Okayama University and OUIAA’s 50 Branches” was
held with the participation of deans of the faculties and
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I would appreciate OUIAA branches’ continued cooperation
toward these goals.
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第６回岡山大学国際同窓会総会


岡山大学国際同窓会

監査

岡

益己

2016年10月22日（土）第６回国際同窓会総会を開催しました。 関する規定の追加であった。これ以外にも細かな文言の修正等
総会では３つの議題に関して、審議を行いました。

を行った部分が複数箇所あった。
議題３．新役員の選出について

議題１．顧問及び役員の追加について

会則によると、役員の任期は３年となっている。現在の役員

本年４月１日付けで、岡山大学学長の森田潔先生に最高顧問

の任期は来年の３月末で満了する。このため、10月５日に開

に就任していただいた。また、役員体制を強化するため、副会

催された役員会で、来年４月からの、新役員の選出について話

長にプリチャード氏、羅明振氏、支洪涛氏、云洪凌氏を、監査

し合い、次の３点を合意した。

に孟子揚氏を追加補充したい。云氏は幹事を兼務する。なお、

１．現役員全員を新役員候補者とする。

これらの役員の任期は来年３月末までとする。
（ニュースレター

２．新役員候補者の互選により、現会長の張紅先生を新会長

11号、役員一覧表参照）

候補者とする。

議題２．会則の一部改正について

３．これらの合意事項に関して、本会の顧問である岡が総会

配布資料「岡山大学国際同窓会会則」
（改正案）に基づいて

で提案し、承認を得る。

審議した。赤色で示された部分が改正点である。主な改正点は、 以上の３つの議題に関して審議した結果、拍手を以て提案通り
第７条

役員の選出、第14条

支部、第15条

通信拠点

に

承認された。

The 6th OUIAA General Assembly

Masumi Oka Inspector Okayama University International Alumni Association

The 6th OUIAA General Meeting was held on October 22,
2016. There were three agendas which have been deliberated.
Agenda #1: Addition to Advisor and Executive Members
Dr. Kiyoshi Morita, President of Okayama University, was
installed as a supreme advisor.
In order to strengthen the executive board, the following
members were added.
Vice-chairpersons: Mr. Prichard, Mr. Na, Mr. Zhi and Ms. Yun
A uditor: Ms. Meng (cf. the table of executives on the
newsletter, Vol. 11)
Ms. Yun also acts as a secretary. The period of these new
executives will expire at the end of next March.

expressions were revised.
Agenda #3: Selection of New Executive Members
According to the Rules, the period of the present executives
is to expire at the end of next March. Therefore, the executives’
meeting was held on 5th of October, and reached a consensus
on the following three points.
1.All the present executives are the candidates for the
new executives.
2.Then, the present chairperson, Prof. Zhang Hong was
elected as a candidate for the new chairperson by
mutual vote from among the executives.
3.P rof. Oka, an advisor for this association, makes a

Agenda #2: Partial Revision of the Rules

suggestion about the above consensus and have an

We discussed the revising points of the Rules of OUIAA

approval in the general meeting.

according to the distributed material. There were three
important revisions, and three new articles were added. That is,

The above three agendas were discussed and approved with
applause.

articles 7, 14, and 15. There were also several minor parts where

Ouiaa
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南エジプト支部設立報告


エジプト支部長

Gamal Tag Abdel-Jaber

2017年２月18日、エジプトのケナにあるサウスバレー大学

岡山大学前学長の森田潔教授も、サウスバレー大学長の

において、岡山大学卒業生であるエジプト人の方々が、OUIAA

Abass Manssour 教授をはじめとする大学関係者や、エジプト

南エジプト支部設立のための会合を開催した。

支部長及び支部会員、全ての参加者に対して挨拶を述べた。森

サウスバレー大学長の Abass Manssour 教授、岡山大学前学

田教授は、OUIAA の歴史やこの組織についてのご自身の将来

長 の 森 田 潔 教 授、 サ ウ ス バ レ ー 大 学 副 学 長 の Mahmoud

的なプランや見解について言及し、51支部目である南エジプ

Khodary 教授、OUIAA 会長の張紅教授、OUIAA エジプト支部長

ト支部設立のためにどれだけ尽力されてきたか、また岡山大学

でサウスバレー大学工学部長の Gamal Tag Abdel-Jaber 教授、

とエジプトの大学、特にサウスバレー大学とのつながりについ

岡山大学工学部長の富田教授のほか、サウスバレー大学の多く

て述べられた。

の学部長や教授などが参加した。45以上のエジプトにある大

香川氏は、岡山大学前学長や OUIAA 会長、エジプト支部長

学関係者や、エジプト国内のあらゆる方面から同窓生が参加し、 及び全てのエジプト支部会員に対してお祝いのことばを述べた。
その多くはエジプトにある様々な大学や研究所の教授たちや実

香川氏はサウスバレー大学と日本大使館の相互利益への希望を

業家だった。

述べ、日本政府からのエジプト人学生への奨学金についても言

OUIAAエジプト支部長でサウスバレー大学工学部長のGamal
Tag Abdel-Jaber 教授と、OUIAA 会長の張紅教授、岡山大学前

サウスバレー大学副学長の Mahmoud Khodary 教授も岡山大

学長の森田潔教授から全ての参加者へ、特にサウスバレー大学

学前学長や OUIAA 会長、エジプト支部長及び全てのエジプト

長 の Abass Manssour 教 授 や サ ウ ス バ レ ー 大 学 副 学 長 の

支部会員に対してお祝いのことばを述べ、日本とエジプトの歴

Mahmoud Khodary 教授、在エジプト日本大使館広報文化セン

史的な関係性や、日本の大学で学ぶサウスバレー大学の研究者

ター長である香川氏へ挨拶が述べられた。

の統計的な分析についても言及した。

香川氏、サウスバレー大学長の Abass Manssour 教授、サウ

サウスバレー大学長の Abass Manssour 教授も、岡山大学前

スバレー大学副学長の Mahmoud Khodary 教授より、岡山大学

学長や OUIAA 会長、エジプト支部長及び全てのエジプト支部

前学長と OUIAA 会長、全ての OUIAA エジプト支部の会員に対

会員に対してお祝いのことばを述べ、異分野におけるサウスバ

して祝いの言葉が述べられた。OUIAA 南エジプト支部長であ

レー大学と日本の大学、特に岡山大学との協力について言及し、

る Gamal 教授のスピーチでも、全ての参加者と特にサウスバ

OUIAA南エジプト支部設立後はさらにこれらの関係性が強まっ

レー大学長、副学長、学部長、同窓会の会員に挨拶が述べられ

ていくことへの望みをあらわにした。

た。Gamal 教授は、岡山大学とエジプト人同窓生だけでなく、

最後に、サウスバレー大学長の Abass Manssour 教授は森田

岡山大学と南エジプトにある大学の架け橋としての、南エジプ

前学長へサウスバレー大学の盾を贈呈し、森田前学長からは南

ト支部の重要性について語った。

エ ジ プ ト 支 部 の 盾 が 贈 呈 さ れ た。 ま た、Gamal 教 授 か ら

OUIAA 会 長 の 張 紅 先 生 は、 サ ウ ス バ レ ー 大 学 長 の Abass

Mahmoud Khodary 教授へ南エジプト支部の盾が贈られ、南エ

Manssour 教授をはじめとする大学関係者や、エジプト支部長

ジプト支部代表として Mohamed Oraby 教授から香川氏へも同

及び支部会員など、全ての参加者に対して挨拶を述べた。

様に贈られた。そして張紅会長から Gamal 教授へ支部設立証

張紅先生は、岡山大学前学長について、エジプト支部や南エ
ジプト支部に関心を寄せ、OUIAA とサウスバレー大学の連携
のために、南エジプト支部への支援をいただいたと述べた。
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し、全てのプログラムは幕を閉じた。
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Establishment of South Egypt Branch

Director of Egypt Branch Gamal Tag Abdel-Jaber

On February 18, 2017, at South Valley University, Qena, Egypt,

deans of South Valley University faculties, and members of the

Egyptian former students of Okayama University organized a

Alumni Association. He also discussed the importance of the

meeting to establish the South Egypt Branch of Okayama

South Egypt Branch as a vital link between Okayama University

University International Alumni Association.

and Egyptian alumni students, and as a liaison between

Also in attendance were Prof. Abass Manssour, President of

Okayama University and all universities in southern Egypt.

South Valley University; Prof. Kiyoshi Morita, President of

Prof. Zhang Hong, President of Okayama University

Okayama University; Prof. Mahmoud Khodary, Vice President of

International Alumni Association also gave a greeting address

South Valley University; Prof. Zhang Hong, President of

to Prof. Abass Mansour, President of South Valley University

Okayama University International Alumni Association; Prof.

and all members of the university in attendance, the Director of

Gamal Tag Abdel-Jaber, Director of the Egypt Branch of

the Egypt Branch, all members of the South Egypt Branch, and

Okayama University International Alumni Association & the

all participants. She also talked about the President of Okayama

Dean of the Faculty of Engineering, South Valley University;

University and his interest in the Egypt Branch and the South

Prof. Tomita, Dean of the Faculty of Engineering, Okayama

Egypt Branch, as well as the support given to the South Egypt

University; and many deans and professors of South Valley

Branch and cooperation between Okayama University

University faculties.

International Alumni Association and South Valley University.

More than 45 Egyptian university staff and alumni from

Prof. Kiyoshi Morita, President of Okayama University, gave a

different parts of Egypt joined the program. Most were

greeting address to Prof. Abass Mansour, President of South

professors from various Egyptian universities and research

Valley University and all members of the university in

centers, as well as a number of businesspeople.

attendance, the Director of the Egypt Branch, all Egypt Branch

Opening address and introduction of guests (Dr. Hany Atalla)

members, and all participants. He also talked about the history

Greeting addresses were then given by the Director of the

of Okayama University International Alumni Association and his

Egypt Branch of Okayama University International Alumni

views and future plans regarding the association, and how he

Association, the Dean of the Faculty of Engineering, South

had striven to realize Branch No. 51, namely, the South Egypt

Valley University, the President of Okayama University

Branch. He also discussed cooperation between Okayama

International Alumni Association, and the President of

University and Egyptian universities, in particular South Valley

Okayama University to all those in attendance, in particular

University.

Prof. Abass Mansour, President of South Valley University, Prof.

Mr. Kajawa, Director of Information and Culture Science,

Mahmoud Khodary, Vice President of South Valley University,

Embassy of Japan in Cairo gave a congratulatory speech to the

and Mr. Kajawa, Director of Information and Culture Science,

President of Okayama University, the President of Okayama

Embassy of Japan in Cairo.

University International Alumni Association, the Director of the

Congratulatory speeches were given by Mr. Kajawa, Director

Egypt Branch, and all Egypt Branch members.

of Information and Culture Science, Embassy of Japan in Cairo,

He expressed his hope for mutually beneficial cooperation

Prof. Mahmoud Khodary, Vice President of South Valley

between South Valley University and the Japanese Embassy,

University, and Prof. Abass Mansour, President of South Valley

and also discussed scholarships awarded by the Japanese

University, to the President of Okayama University, the Director

government to Egyptian students.

of the Egypt Branch of Okayama University International
Alumni Association, and all Egypt Branch members.

Prof. Mahmoud Khodary, Vice President of South Valley
University, gave a congratulatory speech to the President of

In his speech, the Director of the Egypt Branch of Okayama

Okayama University, the President of Okayama University

University International Alumni Association greeted all those in

International Alumni Association, the Director of the Egypt

attendance, in particular the President of South Valley

Branch, and all Egypt Branch members.

University, the Vice President of South Valley University, the

He also discussed the historical relationship between Egypt
Ouiaa
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and Japan, and gave statistical analysis of South Valley

University, presented a South Valley University Shield to Prof.

University researchers studying at Japanese universities.

Kiyoshi Morita, President of Okayama University, while Prof.

Prof. Abass Mansour, President of South Valley University,

Morita, presented a South Egypt Branch Shield to Prof.

gave a congratulatory speech to the President of Okayama

Mansour. Also, Prof. Gamal Tag Abdel-Jaber, Director of the

University, the President of Okayama University International

Egypt Branch, presented a South Egypt Branch Shield to Prof.

Alumni Association, the Director of the Egypt Branch, and all

Mahmoud Khodary, Vice President of South Valley University,

Egypt Branch members.

and Prof. Mohamed Oraby, a representative of the South Egypt

Prof. Mansour talked about cooperation between South

Branch, presented a South Egypt Branch Shield to Mr. Kajawa,

Valley University and Japanese universities in different fields, in

Director of Information and Culture Science, Embassy of Japan

particular between South Valley University and Okayama

in Cairo. Finally, Prof. Zhang Hong, President of Okayama

University, and expressed his hope for the growth of this

University International Alumni Association, presented a

cooperation, particularly following the establishment of the

branch establishment certificate to Egypt Branch Director Prof.

South Egypt Branch of Okayama University International

Gamal Tag Abdel-Jaber.

Alumni Association.

The Program ended with considerable promise and hope for
the branch in the future!

Finally, Prof. Abbas Mansour, President of South Valley

10
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海外特任大使
岡山大学国際同窓会
2017年３月25日、上海にて国際同窓会では初めてとなる海

副会長

支

洪涛

当日は森田学長はじめ、張紅国際同窓会長、そして友人であ

外特任大使授与式が行われ、森田学長の出席のもと大董飯店に

る于布

於いて、李承龍（LichengLong）氏および王劬（Wangqu）氏

席をいただき、両氏のご令室が見守られる中、森田学長より両

の二人に称号の盾が推戴された。両氏は、岡山の吉備国際大学

氏にお礼の言葉、これからの岡山大学に対する期待の言葉が述

の卒業生で、同大学の同窓会の所属ではありますが、岡山大学

べられ、厳かに森田学長か

国際同窓会のメンバーでもあります。両氏は大学卒業後に上海

ら盾の授与が行われた。両

にて起業して大きな成功を収め、現在は上海において確固たる

氏からは、授与に関して謝

社会的地位を得て経済活動をされている。

辞とともに、今後の活発な

両氏は、岡山に在る両大学の出身ということもあり、吉備国

（Yubuwei）上海交通大学付属病院瑞金病院長にも出

活動を約束する決意が述べ

際大学だけでなく、岡山大学にも思いを寄せて上海における両

られ、和やかな雰囲気の中、

大学の合同同窓会を主催し、岡山大学の上海事務所の設置に尽

式を終了することができた。

力、また上海における岡山大学支部活動にも多大なる協力をい

その後、楽しく食事会も開

ただいてきた。今後も、岡山大学上海事務所、および岡山大学

催され、皆さんで上海の夜

国際同窓会上海支部を通して、岡山大学の発展に大きく寄与し

を楽しむこととなった。

ていただくことを期待し、この度、岡山大学海外特任大使の称
号を授与することとした。

Special Ambassador

集合写真（左から李、于、森田潔前学長、王）
Group Photo（From left：Li, Yu, Dr. Kiyoshi
Morita（former President of Okayama
University, Wang）

Zhi Hongtao Vice President Okayama University International Alumni Association

On March 25, 2017, OUIAA’s first title bestowment ceremony

contribution to the development of Okayama University

for special ambassadors took place in Shanghai. In Da Dong

through Okayama University’s Shanghai Office and the OUIAA

Restaurant, in the presence of President Morita, special

Shanghai Branch in the years to come, we decided to bestow

ambassador title plaques were given to both Mr. Li Cheng

on them the title of Special Ambassador, Center for Global

Long and Mr. Wang Qu. The two newly appointed special

Partnerships and Education, Okayama University.

ambassadors are graduates of Kibi International University,

The ceremony was attended by President Kiyoshi Morita of

Okayama. While they belong to the alumni association of Kibi

Okayama University, President Zhang Hong of Okayama

International University, they are also members of Okayama

University International Alumni Association, as well as the title

University International Alumni Association. After graduation

awardees’ friend President Yu Buwei of Shanghai Jiao Tong

from university, they started businesses in Shanghai and have

University Ruijin Hospital. In the presence of their spouses, Mr.

attained great success. Today, they have built strong social

Li and Mr. Wang were each solemnly presented a title plaque

status in Shanghai and engage in economic activities.

by President Morita, who gave his words of appreciation and

Graduates of a university based in Okayama, Mr. Li and Mr.

expressed his wish for their continued support for Okayama

Wang have affection not only for their alma mater Kibi

University. In response, the two special ambassadors expressed

International University but also for Okayama University. They

their appreciation for the bestowal of the title and their

hosted a joint alumni reunion for the two universities in

commitment to enhancing their activities. After the ceremony

Shanghai, helped establish Okayama University Office in

ended in a cordial atmosphere, a dinner party followed, in

Shanghai, and have cooperated in activities of the OUIAA

which all participants enjoyed a beautiful evening in Shanghai.

Shanghai Branch. In the hope that they will continue their

Ouiaa
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森田潔前学長に感謝を込めて

国際同窓会海外支部・韓国同窓生一同より


2017年３月29日、韓国・

学生活や今後の同窓生のネットワークの活用など、話題満載の

ソウルの一角に岡山大学を

時間を送ることが出来た。

卒業した韓国の同窓生が集
まった。今年３月に岡山大
学の学長を退任される森田
先生の海外同窓生のネット
ワークの構築と活性化のご
尽力に感謝の気持ちを伝え
るためであった。韓国の同
窓生の有志より感謝状と記
念品が準備され、その贈呈
式が開かれた。
（文：金

写真１：感謝状の内容

Photo 1: Image of the Plaque of Appreciation

惠淑）

当日は韓国の韓国支部と釜山支部より、アン
ンソン大学・教授）
、ヤン
社長）
、イ

ユンスク（ハ

ソンジュ（TNT リサーチ（株）・副

ミョンソップ（ヨンドン大学・教授）氏に加え、

岡山大学より金

惠淑（薬学部・准教授、国際同窓会副会長）

と黒崎勇二（薬学部・教授）氏が参加し、懐かしい岡山での留

写真２：集合写真（左からイ
ユンスク）

ミョンソップ、ヤン

ソンジュ、金、黒崎、アン

Photo 2: Group Photo (From left: Lee Myong Seob, Yang Song Ju, Kim Hye-Sook,
Yuji Kurosaki, Ann Yunsook)

Appreciation to Dr. Kiyoshi Morita, former President of Okayama
University
From OUIAA Korea Branch Members

On March 29, 2017, Korean alumni of Okayama University

Pharmaceutical Sciences). We had cordial conversations about

gathered in a corner of Seoul, South Korea. The purpose of the

diverse topics from good old student days in Okayama to

gathering was to express their appreciation to Dr. Morita, who

various future opportunities for using alumni networks in the

was about to resign as President of Okayama University in

future.

March this year, for his contribution to establishing and
promoting networks of Okayama University international
alumni. Some volunteer members of the OUIAA Korean Branch
prepared a plaque of appreciation and a commemorative gift
and organized the presentation ceremony.
(Excerpts by Kim Hye-Sook)
The ceremony was attended by such members from OUIAA
Korea Seoul and Busan Branches as Ann Yunsook (Professor,
Hansung University), Yang Song Ju (Vice President, TNT
Research Co., Ltd.), Lee Myong Seob (Professor, Youngdong
University) and, from Okayama University, Kim Hye-Sook
(Associate Professor, Faculty of Pharmaceutical Sciences; Vice
President of OUIAA) and Yuji Kurosaki (Professor, Faculty of
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写真３：集合写真（左から金、森田潔前学長、黒崎、張紅）
Photo 3: G roup Photo (From left: Kim Hye-Sook, Dr. Kiyoshi Morita(former
President of Okayama University), Yuji Kurosaki, Zhang Hong)
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国際同窓会役員等名簿
■ 国際同窓会役員 

張
役
国
所

黄
役
国
所

梁
役
国
所

紅
職
籍
属

会 長
中 国
岡山大学大学院
社会文化科学研究科 教授

鵬
職
籍
属

副会長
中 国
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科 助教

薇
職
籍
属

副会長
中 国
日本健身気功普及協会
理事長

Prichard Caleb
役
国
所

職
籍
属

副会長
アメリカ
岡山大学全学教育・
学生支援機構 准教授

Muhammad Shahbaz Akhtar
役
国
所

職
籍
属

副会長
パキスタン
岡山大学大学院
環境生命科学研究科
外国人客員研究員

金
役
国
所

惠淑
職
籍
属

副会長
韓 国
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科 准教授

Zaheed Mahmood
役
国
所

羅
役
国
所

支
役
国
所

孟
役
国
所

職
籍
属

副会長
バングラデシュ
マイクロクラフト㈱
技術部品質保証課長

明振
職
籍
属

副会長
韓 国
岡山大学大学院
法務研究科 助教

洪涛
職
籍
属

副会長
中 国
岡山理科大学
非常勤講師

子揚
職
籍
属

幹 事
中 国
岡山大学大学院
社会文化科学研究科 学生
Ouiaa
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朴
役
国
所

■ 顧

珍希
職
籍
属

岡

会 計
韓 国
岡山大学 非常勤講師

役
国
所

役
国
所

職
籍
属

神崎
役
国
所

職
籍
属

槇野

潔
最高顧問
日 本
岡山大学国際同窓会後援会長

浩

役
国
所

顧 問
日 本
岡山大学理事（国際担当）

役
国
所

〒700-8530 岡山市北区津島中2-1-1
お問合せ窓口 : 岡山大学グローバル・パートナーズ
Email：ouiaa@adm.okayama-u.ac.jp

学

章

職
籍
属

松本

岡山大学国際同窓会
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職
籍
属

監 査
日 本
岡山大学 名誉教授

問 

森田

Ouiaa

益己

岡山大学国際同窓会
URL : http://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/
Facebook : https://www.facebook.com/OUInternationalAlumniAssociation

職
籍
属

博史
顧 問
日 本
岡山大学長

俊郎
顧 問
日 本
岡山大学大学院
社会文化科学研究科 教授

